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『平成25年度電子入札コアシステム利用者会議・特別会員会議』の開催
ニュースと解説

平成26年1月17日（金）に平成25年度電子入札コアシ
ステム利用者会議・特別会員会議（以後「利用者会議・
特別会員会議」という）を日本青年館ホテルにおいて開
催しましたので報告します。

1．会議の位置づけ
JACICは、電子入札コアシステム（以後「コアシステ

ム」という）に関する会議として、利用者会議・特別会
員会議、及びユーザ会議を開催しています。

利用者会議・特別会員会議は、電子入札コアシステム
開発コンソーシアムの会員（正会員、賛助会員、特別会
員）及び業界団体を対象とした会議です。

本会議では、コアシステムを利用している発注者及び
受注者の意見・要望を幅広く拝聴するとともに、コアシ
ステム事業の事業改善方針の状況報告、及びコアシステ
ムに関する情報提供等を行っています。

また、同日に開催しているユーザ会議は、参加者をコ
アシステムのユーザ団体のみに限定し、ユーザ間の踏み
込んだ意見交換を行う場として活用されています。

また、ユーザ会議は、毎年7月ごろ全国9地方で開催す
る地方ブロック別ユーザ会議（以後「ブロック会議」と
いう）の総会と位置づけられ、詳細な技術的情報や全て
のブロック会議で出された意見・要望及び質問回答等を
提供しています。

2．会議概要
本会議では、コアシステム事業の状況、コンソーシアムの

継続、Windows8.1の動作確認等について説明しました。
1）コアシステム事業の状況

事業改善方針の状況については、次のとおり報告しま
した。

表-1 事業改善方針の状況
事業改善方針 状　　況

コアシステム機能の充実 コアシステム V6 の機能改良項目を
洗い出し、アンケート調査を実施

処理速度等の性能向上 利用団体の費用対効果を考慮し、引
き続き検討

料金体系等 電子入札未導入団体へのアンケート
調査を実施し、結果を基にコンソー
シアム正会員とともに新しい料金や
サービス提供等を検討

情報セキュリティの強化 Java などの新バージョン対応を実施
暗号アルゴリズム移行に向けモ
ジュールや LGPKI クライアントソ
フトウェア V2.1 を提供

2）コンソーシアムの継続について
電子入札コアシステム開発コンソーシアムは、平成17

年度の設立以来2年毎に会員の意見をふまえて継続を検
討することとなっており、平成25年度末が期限を迎えま
す。このため、平成25年6月に開催した統括会議（意思
決定を行う会議）において平成27年度まで継続すること
が決定したことを連絡しました。
3）Windows8.1について

本年度のブロック会議では、WindowsXPのサポート
終了に伴うPCの買換えが想定されるため、制限付きで
構わないので、できるだけ早期にWindows8.1に対応し
てほしいとの要望を頂きました。

これを受け、Windows8.1によるコアシステムの動作
確認を実施し、完了したことを説明しました。

コアシステムでWindows8.1を利用する場合は、デス
クトップ画面のInternet Explorerの利用が前提であり、
制限事項としてタイル画面のInternet Explorer（Javaが
起動できないため利用できません）やタッチパネルの利
用はしないこと、JIS2004の利用制限があることを説明
し、実運用での利用開始可能時期については各民間認証
局にご確認頂きたいことをお伝えしました。

3．まとめ
本年は、利用者会議・特別会員会議に105団体、総勢

169名と多くの団体に参加いただき、活発な議論が行わ
れました。また、当日は利用者会議・特別会員会議に引
き続き「第12回電子入札コアシステムユーザ会議」を開
催しました。ここでは、間近にせまった暗号アルゴリズ
ム移行の最新情報やコアシステムV6について意見交換
が行われました。

今後は、引き続き暗号アルゴリズムの移行やセキュリ
ティ対応等、利用者の皆様における電子入札システムの
円滑な運用等に向けたサポートに努めていく所存です。

　　　（システムエンジニアリング部　参事　菊地修）

利用者会議・特別会員会議の様子
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「平成25年度コリンズ・テクリス利用者会議」開催報告
平成26年1月30日（木）に、当財団が運営するコリンズ・

テクリス（工事・業務実績情報システム）に関して、利
用者（発注者、受注者）からの意見・要望を拝聴し今後
のシステム改良等に反映する、「平成25年度コリンズ・
テクリス利用者会議」を開催しました。

会議では、コリンズ・テクリスの改良等の進捗状況、
事前に行った利用者意見募集（アンケート調査）結果を
報告するとともに、今年度から新たに設置した「コリン
ズ・テクリス利用者連絡会議」の第1回開催報告を行い、
意見交換を行いました。

１．参加者
（1）発注者：国、地方公共団体
（2 ）受注者：建設業関係団体、建設コンサルタント関

係団体、測量・設計業関係団体及び地質調査業関係
団体

２．利用者アンケート調査結果
（1）期間：平成25年12月10日（火）～27日（金）
（2）対象： システムを利用している発注者及び受注者
（3）項目： システム全体の満足度、システム運営の

満足度及び自由意見等
（4）回答数：発注者236、受注者879
（5）主な結果
　①システム全体の満足度
　 　コリンズ・テクリスに関する全般的な満足度につ

いてお聞きしたところ、発注者、受注者とも8割以
上の方から「ふつう」以上の評価を頂きました。（図
-1参照）

 
図-1　システム全体の満足度

　②システム運営の満足度
　 　コリンズ・テクリスに関するヘルプデスクの対応

についてお聞きしたところ、発注者、受注者とも8
割～9割以上の方から「ふつう」以上の評価を頂き
ました。（図-2参照。）

３．コリンズ・テクリス利用者連絡会議報告
過年度を含め、アンケート調査や利用者会議での意見

の中には、「発注者確認の完全電子化」、「担当技術者登
録数の拡大」等発注者・受注者間の調整が必要な内容や、

「工種・工法や業務分野の細分化」等発注者・受注者の
ご協力を頂くことでより精度の高いシステム改良が図ら
れる内容もありました。

これらの内容を具体的に議論し改良策を提案頂くため
に設置した、発注者・受注者の代表からなる「コリンズ・
テクリス利用者連絡会議」の第1回開催内容について報
告しました。

４．会議での意見・要望
前述の報告を行った後、参加者からコリンズ・テクリ

スに関するご意見・ご要望を頂きました。（表-1参照）

表-1　主なご意見・ご要望

発言者 ご意見・ご要望

受注者
・ システム改良について、引き続き対応されたい。
・ システム改良は、繁忙期を避けて実施されたい。

発注者

・ JV工事の実績については、構成比率毎の受注額で
表示・集計できるように改善頂きたい。

・ 複数の企業IDをもつ企業については、IDの統合等
検討いただきたい。

当日の議事概要等は、http://www.jacic.or.jp/meeting/
coritec/index.htmlを参照ください。

５．今後の取り組み
利用者会議やアンケート調査で頂いた意見・要望、ま

たコリンズ・テクリス利用者連絡会議での発注者・受注
者との調整結果等を踏まえ、コリンズ・テクリスの更な
る機能向上を図ってまいります。

（コリンズ・テクリスセンター　参事　勘角俊介）

ニュースと解説

図-2　システム運営の満足度

http://www.jacic.or.jp/meeting/coritec/index.html
http://www.jacic.or.jp/meeting/coritec/index.html
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Photog-CAD　キャンペーン活動の状況
JACICでは、災害復旧効率化支援システムPhotog-

CADのソフトを平成25年6月から12月まで無料で貸し出
し、ご利用いただいての感想やご意見、改善点などをい
ただきましたので、ご報告致します。

モニターにご協力いただきましてありがとうございま
した。

◆無料貸し出しモニターキャンペーン実施報告
Photog-CADソフト（CD-R）とパンフレット、説明書・

応募用紙を同梱した封書１セットを資料として、依頼い
ただいた講演会・研修会、訪問しての説明会での配布は
もとより、展示会・セミナー会場での受付で配付を行い
ました。11月末時点の配布総部数は、約1,900部でした。

主な配布先は次のとおりです。

・ 関東地方整備局：TEC-FORCE研修会
・関東地整大宮国道防災エキスパート連絡会
・沖縄県：災害復旧事業技術講習会
・熊本市：災害復旧事業技術研修会
・（一社）全国測量設計業協会連合会
・（一社）岐阜県測量設計業協会
・（一社）埼玉県測量設計業協会
・（一社）日本建設業連合会
・（一社）建設コンサルタンツ協会
・（一社）全国建設業協会
・（一財）港湾空港総合技術センター
・（一社）東京建設業協会
・（一社）日本建設業経営協会代表者会議
・（一社）建設情報化協議会
・ （公社）土木学会土木情報学委員会国土基盤モデル小委員会
・ 地方公共団体：東京都、埼玉県、山梨県、長野県、栃木県、

茨城県、千葉県、群馬県、みなかみ町 等
・ JACIC積算システムユーザ会：京都市、秋田県、宮城県、

仙台市、川崎市、愛媛県、徳島県、沖縄県
・ 大学：東京大学、東洋大学、専修大学、国士舘大学　等
・ 民間：パシフィックコンサルタンツ㈱　等
・ RCCM資格試験受験準備講習会にて配布（全国10ヶ所）

また、新たな利活用場面や利用先候補として、林道災
害復旧事業や圃場整備事業に関わる農林水産省関東農政
局土地改良技術事務所に対して説明を行いました。

◆アンケート結果
モニター申請いただいた方々にアンケートをお願いし

て、17件の回答がありました。内訳は、官公庁（3件）、
コンサルタント（10件）、測量設計業（3件）、大学（1件）。

実際に使用して頂いたのは12件、官公庁（3件）コンサ
ルタント（6件）測量設計業（2件）大学（1件）でした。

Photog-CADを使用されての感想は次のとおりです。

記述して頂いたご意見やご提案を次に挙げます。

○使いにくかった点
・ 現場条件を反映させるためには、小さな範囲でも100点程度

のターゲットが必要である（コンサルタント）
・ 急峻な箇所では、点と点が結合しないことがある（官公庁）
・ 断面図には使用できるが平面図には検証が必要（コンサル

タント）
・ 必要範囲全体を網羅した撮影は草木・枝が支障になる（コ

ンサルタント）
・ 基準ポール、ターゲット、奥行きスケール等の現地設置が

厄介である（コンサルタント）

○災害査定以外の利用
・ 平面図作成のために建物までの距離、建物の大きさを測定

できる使い道を検討中である（コンサルタント）

○Photog-CADへの要望・意見
・ 機器を設置すれば、3次元モデル作成まで自動で行えるよう

にして欲しい（コンサルタント）
・ 現場条件が悪くても簡単に使えるようにして欲しい（官公庁）
・ 精度管理等の検定を取って欲しい（測量設計）
・ 使用方法の簡素化を図って欲しい（コンサルタント）
・ 市町村・県・国の仕様（納品形態）の統一（コンサルタント）
・ 査定方法を改善して欲しい（コンサルタント）
・ 写真標定の自動・半自動で活用機会が増える（コンサルタント）
・ 撮影制限の緩和で測量方法を簡便にして欲しい（コンサル

タント）

ご意見の一部については、Ver.2では対応済みですが、
他の項目も順次対応していく予定です。

◆Photog-CADニュース発行開始！
本年1月から、「Photog-CADニュース」を発行して、

最新の技術動向や現場の対応事例を情報提供します。
次のURLにアクセスして下図をクリックしてください。

URL：http://www.gis.jacic.or.jp/gis/photog/
 

（システムエンジニアリング部　参事　宮本勝則）
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http://www.gis.jacic.or.jp/gis/photog/
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情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）
［JIS Q 27001:2006（ISO/IEC 27001:2005）］の再認証取得

JACICは、平成20年2月19日に電子入札施設管理セン
ター（以下、「e-BISCセンター」）において、情報セキュ
リティマネジメントシステム（ISMS）に関する国際規
格である「ISO/IEC 27001 :2005」の適合性評価制度に
おける認証を取得しました。

平成23年1月25日に1回目の再認証を受け、今回、平成
26年1月24日に2回目の再認証を受けました。

◆e-BISCセンター
e-BISCセンターは、国土交通省における電子入札の

円滑な実施を支援するために、JACICに設置された専門
組織です。

e-BISCセンターでは、平成13年の発足以来、電子入
札に関わるシステムの保守管理と運用支援の立場から情
報セキュリティの確保に努めていましたが、平成18年に
ISMS認証基準がJIS規格化されたことからISMSの仕組
みを利用し、情報セキュリティの確保に努めています。

◆認証に関する詳細

事業者名称 一般財団法人
　日本建設情報総合センター

事業者部門名称 電子入札施設管理センター

認証基準 JIS Q 27001 :2006
（ISO/IEC 27001 :2005）

認証登録番号 MSA-IS-47

登録範囲 電子入札に関わるシステムの保守管理及び運
用支援

認証登録機関 株式会社　マネジメントシステム評価センター
（ISR016）

認定機関 一般財団法人
　日本情報経済社会推進協会

◆ISMSの基本方針
e-BISCセンターはISMSの主たる目的を次のとおりと

しています。
・ 円滑な業務遂行が可能となる情報の基盤を確立する

と共に情報セキュリティ事故を未然に防止すること。
・ 万一情報セキュリティ事故が発生した場合における

被害の最小化及び迅速な復旧と同種事故の再発を防
止すること。

また、e-BISCセンターでは情報セキュリティに留意
すべき三要素（機密性・完全性・可用性）をキーワード
とした基本方針の宣言を行っています。

情報セキュリティ基本方針（要旨）

e-BISCセンターでは、システムの安定稼働を目
的とした機器類の保守管理業務、システム利用者に
対して操作面での支援を行うヘルプデスク業務、及
びシステム運用の実務に関する国土交通省との調整
業務を実施しています。

e-BISCセンターは、保守管理業務においては情
報に求められる「機密性」「完全性」「可用性」のす
べてを、ヘルプデスク業務においては問い合わせ等
に迅速かつ正確に対応するための「完全性」「可用性」
及び利用者情報に係る「機密性」を、システム運用
の実務に関する調整業務においては取り扱う各種情
報に関する「機密性」「完全性」の確保をそれぞれ
重点においた情報セキュリティマネジメントシステ
ムを構築しています。

e-BISCセンターは、併せて情報セキュリティイ
ンシデントの予防と継続的な情報セキュリティの向
上に努めることを宣言します。

     　　　　　　　 平成24年6月25日
　　一般財団法人　日本建設情報総合センター
　　　　　　　　　理事長　　　門　松　　　武

機密性　　　　＝　 認可されていない者に対して情報を
使用不可または非公開にする特性。

完全性　　　　＝　 資産（情報）の正確さ及び完全さを
保護する特性。

可用性　　　　＝　 認可された者が要求したときにアク
セス及び使用が可能である特性。

◆�JIS�Q�27001:2014（ISO/IEC�27001:2013）への移行
平成25年10月１日に、ISO/IEC 27001 :2013が発行さ

れました。平成26年の春に、JIS Q 27001 :2014が発行さ
れる予定です。

e-BISCセ ン タ ー で は、JIS Q 27001 :2014（ISO/IEC 
27001 :2013）への移行の準備をするとともに、今後も
ISMS認証基準に沿った情報セキュリティの確保に一層
努めてまいります。

（電子入札施設管理センター　参事　藤森修）

（confidentiality）

（integrity）

（availability）
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●永年表彰
品質マネジメントシステム（QMS:Quality Management System）は、提供されるサービス等の品質を管理監督するシ

ステムです。JACICは2003年にJIS Q 9001 :2000（ISO 9001 :2000）に基づく品質マネジメントシステムの認証を取得し
ました。今回、JACICの10年間の品質マネジメントシステム維持に対して、審査機関である株式会社マネジメントシス
テム評価センターから永年表彰を受けました。2014年1月24日、同社の内海永喜関東支社長が、JACICに来訪され、坪
香理事に表彰状を直接授与されました。

●品質向上に向けた10年間のあゆみ
2003年認証取得以来、JACICでは品質マネジメントシステムに関する以下のような取組みを行ってきました。
　・ 2008年6月 JACIC内に理事長を委員長とする「品質向上委員会」を立ち上げ、組織をあげて顧客満足を向上させ

る取組みを始めました。
　・  2012年6月 お客様の声をしっかりと受け止め、システムや業務の品質向上に結びつけるため「顧客対応室」を設

置しました。
●今後の品質マネジメントシステム

JACICでは建設情報分野において建設業界に貢献できるよう、品質マネジメントシステム認証規格に対応しながら、
品質の維持と向上を継続的に進めてまいります。

（経営企画部　参事　桔梗靖之）

JACIC便り

マネジメントシステム評価センター関東支社長から
表彰を受ける坪香理事

永年認証表彰

品質マネジメントシステムの維持
10年間の永年表彰
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初心者コーナー

1．はじめに
海外インフラシステム輸出は進まないとの意見が強い

一方で、我が国の土木建築技術は世界に冠たるものだか
ら海外インフラ展開は容易ではないのかと言う意見も未
だに多く聞かれます。こうした異なる意見を認識して、
政府が推進している海外インフラシステム輸出の課題に
関して、数回に亘り解説していきます。今回は、海外イ
ンフラ「事業投資」の現状について述べます。

2．背景
政府は、2013年6月14日に「日本再興戦略」を閣議決

定し、成長が見込まれる世界のインフラ市場を官民一体
で獲得することを目指し、成果目標として2020年に約30
兆円（現状約10兆円）の獲得を実現することを掲げました。

また、政府の経協インフラ戦略会議は、日本再興戦略
に先立って5月17日に「インフラシステム輸出戦略」を
決定し、日本の「強みのある技術・ノウハウ」を最大限
に活かして、世界の膨大なインフラ需要を積極的に取り
込むことが肝要であり、我が国企業による「機器」の輸
出のみならず、インフラの設計、建設、運営、管理を含む

「システム」としての「事業投資」の拡大など、我が国企
業の多様なビジネスを展開することが重要としました。

3．海外インフラ市場の現状
アジア開発銀行は、2001年から2019年までのアジアで

のインフラ需要は8兆ドルと、2009年に発表しています。
さらに、2009年11月には、アジア太平洋地域においては、
2005年から2030年の間で7兆~9.7兆米ドルのエネルギー
関連インフラ投資が必要であると発表しました。 

一方、新興国の政府は、自国の予算には限りがあり、
膨大なインフラ資金需要に対応するために円借款などの
借り入れを債務返済能力（Solvency）の限界一杯まで借
り込めば、国際通貨基金（IMF）や国際金融市場から厳
しい評価を受けます。このため、世界銀行やアジア開発
銀などの国際金融機関が推奨している官民連携（Public-
Private Partnership：PPP）による民間資金の活用を打
ち出しています。

このようなニーズに対応して、世界銀行は、1999年に我
が国を含む12カ国及び世界銀行やアジア開発銀行など５
国際金融機関と共に、官民連携インフラストラクチャー・
アドヴァイザリー機構（Pubic-Private Infrastructure 
Advisory Facility：PPIAF）を発足させました。PPIAF
は、2012年4月に1990年から2010年までの21年間の事業
投資プロジェクトへの日本企業の参画状況を表1のよう
に 取 り ま と め て い ま す。（cf.  PPI Project Database, 
World Bank and PPIAF, 2012.04）　ここでの事業投資
プロジェクトは、プロジェクトの実施のために特別目的
会社（Special Purpose Company:SPC）を設立した案件

です。この21年間の約1万2千件の事業投資プロジェクト
のうち、日本企業は1.5%のプロジェクトにしか投資家と
して参画していません。我が国政府の「インフラシステム
輸出戦略」で目指す「事業投資」に関しては、海外での我
が国のプレゼンスは皆無に近いと言わざるをえません。

 
表1　 事業投資プロジェクトにおける日本企業の参画状況 

（1990年～2010年）

分野 総プロジェクト数
（Ａ）

日本企業参画
プロジェクト（Ｂ）

日本企業参画率
（Ａ／Ｂ）

エネルギー 3,318（29.7%） 107（61.8%） 3.2%
電気通信 5,445（48.7%） 45（26.0%） 0.8%

交通 1,570（14.1%） 11（ 6.4%） 0.7%
水道・下水道 841（ 7.5%） 10（ 5.8%） 1.2%

合計 11,174（100%） 173（100%） 1.5%

　　　　 
4．インフラ事業投資市場の実態

世界のインフラ事業投資市場において、中国や韓国企
業は、トップダウンによるスピード感と、足りない能力
や商品を躊躇せずに外国企業から買ってくる手法で、市
場ニーズに即したインフラ事業提案を行い優位に立って
います。 とりわけ、韓国企業は、「儲かる」分野に集中
投資を行い、即戦力となるグローバル人材を高給で外国
企業から引き抜き、提案能力、交渉力、契約管理能力を
含む競争力を高めています。

一方、我が国企業は、エネルギー、交通、情報通信、生活環
境等の現在の主力となっている分野においては個別の製品
や要素技術では世界トップ水準のものが多いのですが、以
下のような要因から、これまでの受注実績においては欧米
や中国・韓国等の競合企業に大きく水をあけられています。

1． 厳しい競争の中で、価格を始め相手国・企業ニー
ズへの対応力不足 

2． 優れた機器や技術を基にしたマーケティングの不足 
3． ブランディングといった経営面でのノウハウの不足 
4． 運営・維持管理まで含めた「インフラシステム」

の受注体制が未整備 
5． インフラ海外展開を担える人材が極めて限定的で

あること等 

5．おわりに
日本には残念なことに、中韓企業と伍していく上で、

システムとしての事業投資に不可欠な、財務、法律、地
元交渉、用地買収、工事、運営、メンテナンスなどを、
多様な宗教や習慣を持つ関係者と一緒になってマネジメ
ントできるプロジェクト・マネジャーが極めて少ないこ
とは否めません。次回は、事業投資に求められるプロジェ
クト・マネージャーについて触れたいと思います。

（審議役・海外支援室長　藤森祥弘）

海外インフラシステム輸出の課題（１）
事業投資では我が国は周回遅れのアスリート
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中部地方センター活動報告
中部地方は関東と近畿の中間にあり、工業出荷額では

全国の約４分の1を占めるなど日本を支える重要な地域
です。最近は、さらなる交通の利便性の向上のため、新
東名高速道路の整備促進、名古屋、東京間を40分で結ぶ
リニア新幹線も今年着工が予定されています。一方、南
海トラフ大震災が直撃する可能性も大きく、その対策も
鋭意進められています。

中部地方センターでは、愛知、岐阜、三重、静岡4県
のJACIC業務の窓口としてコリンズ・テクリスや建設副
産物登録システムや公共事業に関わるCALS/ECの普及
と支援、その他広報活動を行っています。

以下では、平成25年度に行った主な活動をご紹介します。

■RCCM資格試験受験準備講習会の開催
JACICではRCCM（シビルコンサルティングマネー

ジャ）試験に先立ち、設計業務等の最近の課題や施策を
解説するとともにRCCM資格試験受験のための講習会を
開催しています。中部地区では平成25年7月31日（水）
に名古屋国際会議場にて開催し、約150名の方に受講し
ていただきました。

■入札コアシステムユーザ会議（中部ブロック）の開催
平成25年7月8日（月）に、「平成25年度中部ブロック

コアシステムユーザ会議」を名古屋市内にて開催しまし
た。中部地整、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、名古
屋市の電子入札担当者に参加いただき、各機関の現状や
課題・改善要望などの情報交換を行い、電子入札コアシ
ステムの向上や今後の運用について議論しました。

■建設技術フェア2013in中部への出展 
「建設技術フェア2013 in 中部」が平成25年10月24日、

25日、吹上ホールで開催され、これに出展しました。
本年度のフェアでは「豊かで安全な暮らしと環境の調

和をめざして」の全体テーマのもと、「防災・災害対策」、
「維持管理・長寿命化」、「環境・リサイクル」、「施工」
の4テーマに分けて展示が行われました。本年度は174社

（団体）が出展、178技術が出展されました。来場者は約
9,900名で昨年度（約7,200名）より大幅な増加となりま
した。

JACICからは災害査定業務の支援ツール（Photog-
CAD）」、建設副産物・建設発生土情報交換システム、

また、今回新たな試みとして「コリンズデータからみた
中部の公共事業」のパネルを展示し、来訪者の方々から
様々なご意見を頂戴しました。

■災害査定業務の支援ツール（Photog-CAD）」のPR
JACICではデジタルカメラを用いた写真測量技術と

CADを融合させ、災害復旧のための災害査定申請を簡
単で効率的に行える災害査定業務の支援ツール（Photog-
CAD）を開発しています。本年度は利用拡大のため、
全国で12月末までソフト無料貸し出しキャンペーンを行
いました。中部地方センターでも各県の測量設計業協会、
関係団体等のご協力を得て、無料貸し出しキャンペーン
等を行いました。また、前述の「RCCM資格試験受験準
備講習会」や「建設技術フェア2013 in中部」の場でも
PRを行うとともに、希望者に無料貸し出しを行いまし
た。今後、災害復旧申請だけでなく平常時においても多
様な活用がなされることを期待しています。

■中部地方センターホームページ
平成25年5月に中部地方センターホームページをリ

ニューアルしました。特に、コリンズデータを活用して
毎月の中部４県での公共工事の発注・受注状況を「JACIC
データから読む－中部コリンズ登録状況－」で掲載して
おりますので、是非ご覧ください。

→http://www.jacic.or.jp/locality/chuubu/

（中部地方センター　センター長　佐合純造）

写真　建設フェア2013　in中部

http://www.jacic.or.jp/locality/chuubu/
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■編集・発行
〒107-8416　東京都港区赤坂７丁目10番20号アカサカセブンスアヴェニュービル
TEL.（03）3505-2981〈代表〉　FAX.（03）3505-2966
ご意見・お問い合わせ先：http://www.jacic.or.jp/inquiry/index.html
JACICホームページ http：//www.jacic.or.jp/一般財団法人 

編集・構成　日本印刷（株）
　　 電話　03-3833-6971

対象範囲：本社

ISO9001

　JACICの機関誌「JACIC情報」109号が発刊しました。

特集テーマは「建設情報の国際化」です。

　平成25年11月に開催された「第１回土木建築情報国際

会議」の基調講演やJACICセッション等を収録しています。

　定期購読を受け付けています。毎号1000円＋消費税で

す。今回のみの購入も可能です。

　定期購読している方は、測量系CPD協議会が認定す

る「測量CPD」年間5ポイントも取得できます。

　また、主要な記事に関しては以下のサイトでもpdfファ

イルがダウンロード出来ます。

　http://www.jacic.or.jp/books/jacicjoho/ki_main.html

　

　　　　　　（広報グループ長　河内康）

JACICの各種サービス料・販売価格・検索料金等は、平成26年4月1日から消費税の改訂により3％分ず
つ変更になります。詳しくは、以下の各システムのページをご覧ください。

なお、賛助会員・協力会員等の年会費は非課税対象のため変更はありません。

消費税改訂にともなう各サービスの料金改定のご案内
（平成26年４月用）

JACIC情報109号　発刊のご案内

主なサービスと料金改定の解説ページ

サービス名 解説のページ
コリンズ・テクリスシステム http://ct.jacic.or.jp/news/cortec_20140108.html
建設副産物・発生土システム http://www.recycle.jacic.or.jp/osirase/131009.html
電子入札コアシステム関連 http://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/parts/kakaku.pdf
積算システム https://www.j-200.jacic.or.jp/top/
JACICNET http://www.jacicnet.jacic.or.jp/jacic-net/?q=price
CALS/EC資格登録の更新 http://www.jacic.or.jp/qualification/commissions.html
Photog-CADソフト販売 http://www.gis.jacic.or.jp/gis/photog/buy.html
図書販売など http://www.jacic.or.jp/books/

その他（問い合わせ） https://www.jacic.or.jp/s/inquiry/jacic.html

http://www.jacic.or.jp/books/jacicjoho/ki_main.html
http://ct.jacic.or.jp/news/cortec_20140108.html
http://www.recycle.jacic.or.jp/osirase/131009.html
http://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/parts/kakaku.pdf
https://www.j-200.jacic.or.jp/top/
http://www.jacicnet.jacic.or.jp/jacic-net/?q=price
http://www.jacic.or.jp/qualification/commissions.html
http://www.gis.jacic.or.jp/gis/photog/buy.html
http://www.jacic.or.jp/books/
https://www.jacic.or.jp/s/inquiry/jacic.html
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